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岡山県議会議員

髙橋とおる

県政レポート

を下回ったことから、46億400万円を減額する2017年度一般会

徹｜岡山県議会議員。1967年生まれ。50歳。岡山市立可知小学校、同旭

計補正予算案など37議案を原案通り可決し、閉会しました。本会

東中学校、県立西大寺高校、中央大学を経て、1989年㈱天満屋入社、2005年全

議では、介護報酬改定に向け、介護サービス事業所に払う報酬の引

天満屋労働組合中央執行委員長、2010年連合岡山会長、2015年岡山県議会

き上げを求める意見書など議員発議３件を可決。また、県議の政務

議員初当選。趣味はランニング。

活動費に関しては、政務活動との関連性を示す説明書類を領収書に

髙橋

発行：髙橋とおる事務所

岡山県議会11月定例会は、公共事業への国庫補助が当初見込み

〒700-0838 岡山市北区京町13-5

☎（086)227-5100

添付することなどを求める陳情２件を継続審査としました。

一般質問を振り返って
11月議会で私は一般質問に登壇し、以下の４点について執行部の見解を質しました（質問、答弁の一部を裏面に
記載）。以下、今回の質問の意図や背景、執行部答弁に対する受け止めなどを記載し、質問戦を振り返ります。

39km付近。向こうに見えるのは岡山城

11月1２日に行われた「おかやまマラソン2017」のフルマ
ラソンに出場しました。私は、第１回大会から連続出場してお
り、今回で3回目の完走です。ランニング愛好者が集う日本最大
級のポータルサイト「ランネット」には、ランナーが参加した大
会を100点満点で評価するコーナーがあります。このランネッ

トで、おかやまマラソンは93.5点を獲得
し、9 位 に ラ ン ク イ ン（12 月 25 日 現
在）。毎週のように全国各地で開催される
マラソン大会の中で堂々のトップ10入り
を果たしました。口コミで特に高い評価を
受けているのが、沿道の声援とスタッフや
ボランティアの方の気持ちの良い応対。大
会関係者のみなら
ず、多 く の 県 民 の 皆
様 の お 支 え に よ り、
３年目にして全国屈
指の素晴らしい大会
になっていることを
誇らしく思うととも
に、参 加 者 の 一 人 と
して皆様に心から御
礼を申し上げます。

地域（岡山市中区）の暮らし改善の取組

A地点

Ｂ地点
☚両地点ともに
道路の減速標
示（波 線）が 剥
げています。

沢田橋（岡山市中区沢田）が架かる土手沿いの道路は、道幅が
広く見通しも良いことなどから、法定速度（50㎞）を越えるス
ピードで通過する車両が多く、周辺の集落等から同道路へ出よう
とする際、非常に危険です。通過車両に減速を促す措置を講じて
ほしいという地元町内会の要望を受け、岡山県警に現地調査を依
頼しました。県警から、この区域だけ道路の速度制限を40㎞にす
ることは難しいという回答を受けたので、私からは、①道路の減
速表示の剥げているところの修繕、②減速標示（波線）の増設、
③スピード違反取り締まりの強化、などを提案しました。③は県
警で対応を行うことになり、①、②については道路管理者である
岡山市へ働きかけています。2017年４月から橋の南側の集落に保
育園が開園し、朝夕の時間帯にはこの道路と保育園を行き来する
送迎車両が増えています。橋の北側も含め、実効性のある対策を
講じたいと思います。

１．就労継続支援Ａ型事業所について
倉敷市内の就労継続支援Ａ型事業所５か所が一斉に閉鎖
され、障害者224人が解雇された。Ａ型事業所を巡って
は、受け入れる障害者数に応じて助成金や給付金などを
受け取れるため、法人に確固たる事業がないにも関わら
ず公費頼みで参入し、不適切な運営で利益を確保する、
いわゆる「悪しきＡ型」が問題視されるようになってい
た。倉敷市のケースもこれに該当すると思われる。「悪
しきＡ型」対策としては、事業所を所管する行政の指導

監督の強化が有効だが、運営基準を厳格化するだけで
は、善意の事業者まで追い詰め、障害者の雇用を奪う
ことに繋がりかねない。「悪しきＡ型」への指導監督
の強化と、「善き(？)Ａ型」への経営支援の拡充、とい
う両面か ら体制整 備が求 められて いる。執行部か ら
は、経営支援策に関して。今回の補正予算対応も含め
具体的な取り組みが示されたが、指導監督体制につい
ては「適切に対応する」という答弁にとどまった。

２．医学部地域枠について
岡山県は、岡山大学等の医学部に、県内高校卒業生等を
対象とする地域枠を設置している。地域枠の学生に対し
ては、医師養成確保奨学資金を月額20万円貸与する制度
を設けており、この奨学金は、通常６年間貸与され卒業
後、医師として貸与期間の1.5倍の期間、知事が指定する
医療機関に従事すれば、返済が免除される。卒業生は医
師として適切なキャリア形成を図りながら、一定期間、

医師不足地域の医療機関に勤務することになる。保健福
祉部長からは、今後、「地域枠」卒業生の医師不足地域
への配置が進めば、医師の地域偏在の解消に繋がるとの
認識が示された。この制度は、平成31年度までの国の措
置であるため、32年度以降の対応について、県独自の奨
学金制度の創設も含め、検討状況を尋ねたが、「国の動
向を注視しつつ、現在検討中」との回答だった。

３．若者の人材還流と定着について
県の人 口減少 の内 訳は、自然減 約 6,000 人、社会 減約
2,000人。自然減対策には合計特殊出生率の向上が必要
で、幅広い政策を総動員させなければならないが、社会
減は、若者が就職を機に県外に流出してしまうことが主
要因になっており、政策ターゲットが明確だ。ターゲッ
トに対しタイムリーに適切な手を打つことが出来れば大
きな成果が期待できる。いくつか具体的な提案をした

が、首都圏等で開催される大規模面接会における県内企
業の参加促進などで前向きな答弁を引き出すことが出来
た。Ｕターンか県外企業への就職か、明確に決めていな
い県外学生であっても、岡山で就職活動を行わなければ
県内企業との接点は乏しく、結局、県外に流出してしま
うケースは多い。県外に居ながら岡山の企業とのマッチ
ングを図る取り組みを検討する必要がある。

４．悪質クレーム対策について
近年、サービス業の店舗・事業所などで、謝罪時の長時

で大きく取り上げられるなど、社会的な注目も高まって

間拘束や土下座による謝罪の要求、人格を否定する暴

いる。新しい社会課題として認知を高め、行政に対応を

言、威嚇、居座りなど、度を超えた悪質クレームが増加

促す意図で質問したが、前向きで具体的な答弁を得るこ

している。サービス産業で働く人などで組織する騒動組

とが出来た。サービス業出身の伊原木知事は、この問題

合が行った悪質クレームについての実態調査はメディア

への意識が高く、積極的な答弁姿勢が印象的だった。

岡山県の人口社会減（転出超過）の約６割は、20～24歳の若者の県外転出によるもの。

11月定例県議会

私の一般質問の質疑内容（一部を抜粋）

大学や専門学校を卒業する若者の県内企業への就職を促すことが重要。県がやれることは、まだまだあるはず。例えば・・・
若者の人材還流と定着

就労継続支援Ａ型事業所

０１

０３

について

について

倉敷市内の就労継続支援Ａ型事業所の大量解雇事案で

①若者の人材還流と定着に向け、合同企業面接会や

は、事業所を所管する倉敷市の監督責任が厳しく問わ

インターンシップ、企業見学バスツアー、企業人材

れた。倉敷市は再発防止に向け、来年度から事業所の

確保支援センターの活用、県外大学との就職支援協

運営指導などにあたる専門部署を新設する。県は、政

定など、様々な取り組みを行っているが、全体的な

令市や中核市等を除く県内のＡ型事業所の指定や指導

評価と課題はどうか。また、特に成果の上がってい

の権限を持つが、①県でも、指定や実地指導を行う体

る取り組みは？

制を点検し、再整備すべきではないか？ ②事業所に
対する経営改善指導の強化が求められるが、検討して

０２

医学部地域枠について

いることは？ また、③経営指導には、保健福祉部だ

②大学生の就活における内々定獲得のピークは6
月。8月、11月に開催している合同企業面接会は時
期が遅く前倒しが必要では。また、東京や大阪の民

けでなく中小企業支援等に実績のある産業労働部の関

医学部地域枠は、国の緊急医師確保対策として、平成

与が効果的だ。部門間の連携体制は出来ているか？

間主催の大規模面接会に県内企業の参加を促すこと

21年度から31年度までの措置であり、32年度以降

も有効だ。大学との就職支援協定の首都圏を含めた

の設定については、現在、国において議論が行われて

拡大（現在は関西圏9大学と締結）、県外大学の保

いる。①今後の地域枠卒業医師の配置見通しを踏ま

護者会の活用、県外インターンシップ参加者に交通

え、32年度以降の地域枠設置について、どのように

費などを支給する中小企業への助成なども提案す

考えているか？ 国への要望も含め所見を伺う。

る。県内外の学生の県内企業への就職促進策につい

また、②国が地域枠設置による医学部増員を行わない

て、私の提案への対応も含め所見を伺う。

Ａ．①現在、本庁と県民局において役割分担をしな
がら事業者の指定や指導を行っている。近年の事業
所の増加などを勘案しながら、適切な指導体制を研
究する。
②今回の補正予算では、事業者向けに経営改善セミ
ナーを実施するほか、希望する事業者へ中小企業診
断士による経営診断やコンサルティングなどを行う

けるなど、販路開拓の機会を提供する。

悪質クレーム対策について

サービス産業の現場で働く人たちを悪質クレームか
ら守るため、事業者が講ずべき措置等の対策が進む
ことを期待するが、県でも消費者教育の充実に加
え、企 業 向 け セ ミ ナ ー等 の
カリキュラムに悪質クレー
ム対策を取り入れるなど、
対策を強化すべきだと考え
るが、いかがか？

場合でも、医師の地域や診療科の偏在解消に向け、県
独自のインセンティブの仕組を設けることは有効だと
考えるが、いかがか？

Ａ．①県内大学卒業生の県内就職者数が前年度を若
干上回るとともに、就職支援協定を締結している大

事業を盛り込んだ。その他、関係部局が連携しなが
ら、県が実施する商談会などへの参加を広く呼びか

０４

Ａ．①平成31年度までに入学した地域枠学生が卒

学からのＵターン就職者数も16人増加し154人と
なるなど一定の成果があった。特に成果が上がって

業後、順次配置され、ピーク時には30人程度が地域

いる取り組みはインターンシップ事業。県内企業や

③上記②の事業実施にあたっては、産業労働部の中

で勤務することになり、県内の医師不足地域のニー

県外大学生に積極的に働きかけた結果、今年度は新

小企業支援のノウハウや人脈等を活用するなど、部

ズは次第に満たされていくと考えている。将来の医

たに28の企業が登録し、大学生の申し込みも大きく

局を越えた適切な連携体制を構築する。（知事）

師不足は、配置期間終了後の地域への定着状況のほ

増加した。（産業労働部長）

か、現在進められている地域包括ケアシステム、医
師の働き方改革などの進捗により大きく変化するも
のと考えられることから、32年度以降の地域枠の設
置は、国による医師の受給見通しの検討状況も注視
しながら、適切に判断する。

Ａ．県ではこれまで、ライフステージに応じた
消費者教育を行うとともに、今年度から、サービ
ス業の人材育成事業の一環として、管理職や一般
従業員を対象にした「クレーム対応力講座」を実
施している。悪質クレーム対策は、企業としての
対応も必要であることから、今後、経営者等を対
象としたセミナーを活用し、その重要性を啓発す
ることも検討していく。（知事）

②いわゆる売り手市場が続く中、県が実施する就職
支援事業の参加者を増やすため、県内大学はもとよ
り、就職支援協定を締結している県外大学や、その
保護者会などとの連携を進めている。議員のご提案

【事務所移転のお知らせ】

も 参 考 に し な が ら、就 職

②医師の地域や診療科の偏在解消は重要だと認識し

支 援 協 定 の 拡 大 や、大 学

民進党２区総支部の移転に伴い、同支部事務所内に

ているが、32年度以降の対応については、市町村や

生が首都圏などに居なが

置いていた「髙橋とおる事務所」も下記へ引っ越し

医療関係者などの意見を丁寧に聞くとともに、国に

ら県内企業への就職活動

ましたので、お知らせ致します。

よる医師の受給見通しの検討状況を注視しながら、

が出来る環境づくりな

県独自のインセンティブの取り組みも含め、適切に

ど、取 り 組 み を 一 層 強 化

住所 ： 〒700-0838 岡山市北区京町１３－５

判断していく。（保健福祉部長）

する。（知事）

電話番号 ： （０８６）２２７－５１００

